
（様式　５－２） 地域重点施策推進事業事後評価調書（平成２７年度実施分）
　　　　地域振興局名 ： 山本地域振興局

（地域施策推進事業）

部　名 部長名 担当課 担当班名 担当者名 電話番号 事業名、事業期間 事業目的・必要性
事業費
（円）

委託・
負担金・

直営
事業実施状況

事業実施主
体

事　業
対象者

事業決定月日
（部局長会議等）
及び評価確定日

事業の効果
今後の課題及び

取組方向

能代宇宙イベント参加大
学生、地元出身大学生・
親による管内企業見学会
開催事業

平成27年4月1日

平成27年4月1日～
平成27年8月31日

平成28年10月31日

高校生仕事リポート発表
会開催事業

平成27年4月1日

平成27年4月1日～
平成28年3月31日

平成28年10月31日

地域ゆかりの関東圏企業
との交流促進事業

平成27年4月1日

平成27年4月1日～
平成28年3月31日

平成28年10月31日

新たなエネルギー導入拡
大と関連産業への参入促
進事業

平成27年4月1日

平成27年4月1日～
平成28年3月31日

平成28年10月31日

直営

能代市と共催で「秋田県
北部洋上風力発電勉強
会」を開催した。
□開催日・会場：平成27年
10月１日　プラザ都
□講師：株式会社大林組
テクノ事業創生本部新領
域事業第二部 部長 田村
達一 氏ほか

県、能代市、能
代市再生可能
エネルギー勉
強会

能代市再
生可能エ
ネルギー
研究会会
員、関連
企業等

能代市、三種町、八峰町
は風力発電の導入が盛ん
であるが、常に新しい情報
を入手・共有していくこと
が導入拡大の基礎とな
る。

新エネルギーの導入拡大と
管内企業の関連産業への参
入促進を図るためには、継続
した取組が求められる。

管内市町と県（振興局）が
一体となって開催し、誘致
企業及びその本社・親会
社等との交流を深めること
により、参加企業への安
心感を与え、雇用の維持
や取引拡大につながるも
のと期待される。

雇用の維持・創造等のために
は誘致企業等と良好な関係
を保っていくことが必要であ
り、継続した取組が求められ
る。

総務企画
部

山木　將
弘

地域企画
課

企画・しら
かみ観光
振興班

新野　聡
0185-55-

8004

能代山本地域における新
たなエネルギーの導入拡
大と関連産業等への参
入・参画の可能性を探る
ため、新エネルギーに関
する勉強会を開催する。

138,000

能代山本地域とゆかりの
ある関東圏企業との交流
を通して、情報収集・提
供、企業誘致、取引拡大、
技術誘致を推進し雇用を
創造するため、「能代山本
関東圏企業懇談会」を開
催する。

225,000
負担金・

直営

□開催日：平成27年11月
18日
□会場：アルカディア市ヶ
谷
□参加者：90名（企業等63
名、行政関係27名）

能代市地域雇
用創造協議
会、藤里町、三
種町、八峰町、
県

管内誘致
企業及び
その本社・
親会社、そ
の他ゆか
りのある企
業・個人等

総務企画
部

山木　將
弘

地域企画
課

企画・しら
かみ観光
振興班

新野　聡
0185-55-

8004

直営

高校生が就職先を検討す
る際の参考としてもらうた
め、地元企業20社で働く
若手社員に着目した冊子
「能代山本ふるさと企業
『仕事ナビ』」を1,000部（Ａ
４判24頁）作成し、管内高
等学校に高校３年生や支
援学校、県内の大学・専
門学校等に配布した。
また、管内企業を対象とし
た「若者の地元就職・定着
促進セミナー」を開催し
た。
□開催日：平成28年３月
29日
□講師：富樫社労士事務
所 代表 富樫善明 氏

県

管内高校
生、県内
大学・専門
学校等

会社概要、勤務条件等を
掲載した企業情報誌は
あったものの、働く人に着
目した冊子はなかったこと
から、各校の反応は概ね
良好であり、高校３年生へ
の配布やＰＴＡの機会に親
へ配布するといった形で
活用されている。
高校生に多くの管内企業
を知ってもらうとともに、仕
事内容を具体的にイメー
ジすることで就職前後の
ギャップを緩和させ、職場
定着につながるものと期
待される。

新規高卒者の管内企業への
就職・定着のため、息の長い
取組が必要であることから、
継続して作成することが必要
である。
高校生がどのような情報を必
要としているか適宜情報収集
しながら取り組むことが求め
られる。

能代宇宙イベントに参加
する首都圏の大学生が管
内企業を見学し、経営者と
の懇談を通して、管内企
業の認知度向上が図られ
た。
企業側にとっても首都圏
の大学生の声を聞く貴重
な機会となった。

新規大卒者の管内企業への
就職・定着を高めるためには
息の長い取組が必要である
ことから、大学生を対象にし
た事業を継続していく必要が
ある。
地元出身の大学生の参加が
無く、事業の周知方法を改善
する必要がある。

総務企画
部

山木　將
弘

地域企画
課

企画・しら
かみ観光
振興班

新野　聡
0185-55-

8004

新規高卒者の管内企業へ
の就職・定着は人口減少
問題対策及び地域活性化
の必須条件であるが、高
校生に対して管内企業の
情報が充分に発信されて
いるとは言えない状況で
あるため、管内企業で働く
若手職員に着目した冊子
を作成することにより、新
規高卒者の地元就職と定
着を促進する。

392,000

新規大卒者の管内企業へ
の就職・定着は人口減少
問題対策及び地域活性化
の必須条件であることか
ら、県外・国外企業との取
引のきっかけができるよ
う、企業見学や意見交換
を通じて管内企業の魅力
を感じてもらう。

258,000 直営

工学系大学生やその家族
が能代山本地域の企業に
関心を持ち、地元就職を
促進することを目的とし
て、「能代山本地域企業
見学・昼食懇談会」を開催
した。貸切バスで管内企
業の業務現場を見学した
後、旧料亭金勇で昼食を
とりながら学生の将来の
夢や就職先に対する希望
等について、企業側と意
見交換を行った。
□開催日・懇談会場：平成
27年８月17日　能代市旧
料亭金勇
□見学先：庄内鉄工株式
会社、アキモク鉄工株式
会社、秋木製鋼株式会社
□参加者：21名（大学生14
名、企業・行政関係７名）

県

能代宇宙
イベント参
加大学
生、地元
出身大学
生

総務企画
部

山木　將
弘

地域企画
課

企画・しら
かみ観光
振興班

新野　聡
0185-55-

8004



部　名 部長名 担当課 担当班名 担当者名 電話番号 事業名、事業期間 事業目的・必要性
事業費
（円）

委託・
負担金・

直営
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事　業
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高齢者を狙う特殊詐欺撃
退推進事業

平成27年4月1日

平成27年4月1日～
平成28年3月31日

平成28年10月31日

地域住民に身近な県政情
報発信・各種啓発強化事
業

平成27年4月1日

平成27年5月1日～
平成28年2月29日

平成28年10月31日

白神山地観光の更なる推
進事業

平成27年4月1日

平成27年4月1日～
平成28年3月31日

平成28年10月31日

白神の食や特産品を活か
した誘客推進事業

平成27年4月1日

平成27年4月1日～
平成28年3月31日

平成28年10月31日

負担金・
直営

・能代市、藤里町、三種
町、八峰町と共同で地域
観光を推進している機能
合体組織で東京駅発着の
1泊2日（H27.8.2～3）のモ
ニターツアーを実施。「天
空の不夜城」見学やじゅ
んさい摘み体験などを組
み合わせたツアーを行
い、首都圏から19名の参
加を集めた。
・夏季（H27.8.3～7）と冬季
（H28.2.1～13）、トラベルラ
イターの朝比奈千鶴氏を
招聘し、ツアーを実施。ツ
アーの様子をコラムとして
「あきた白神・たびネット」
上に掲載した。

機能合体組織
「あきた白神広
域観光推進会
議」

観光客等

・モニターツアーのアン
ケート結果では、「満足」
が37％「まあ満足」が58％
と、概ね満足度は高かっ
たが、一方で、宿泊施設
への不満が高いなど、問
題点も明らかになった。
・朝比奈千鶴氏の旅コラ
ムは、観光素材の紹介や
最新イベント情報の掲載
などが中心の「あきた白
神・たびネット」にはなかっ
たコンテンツであり、ＨＰの
アクセス増に貢献した。

・アンケート結果から売り込み
素材を検証し、次のツアー
コース設定につなげる。
・メディア向けのツアーとその
成果としてのコラム掲載は、
一定の成果が得られたので、
次年度以降は実施せず。

・白神ガイドを活用したイ
ベントのアンケート結果で
は、84％の人がガイドに
対する評価を5段階評価
中満点と答えており、本事
業の目的である、高度な
ガイド技術を持つ白神ガイ
ドのＰＲという目的は果た
せた。
・旅行商品造成担当者の
現地招聘については、そ
の後のツアー造成につな
がっており、(株)朝日旅行
大阪支店では、平成28年
度、平成26年度の西目屋
二ツ井線通行止めでツ
アー中止して以後、2年ぶ
りに藤里町に宿泊するツ
アー催行が実現した。
・JR大宮駅での出前講座
では、齊藤栄作美さん、後
藤千春さんの2名のガイド
に講師を依頼し、白神山
地の魅力を伝えるととも
に、現地への誘客案内を
行った。

・白神ガイドについては、モニ
ターツアー実施時にガイドを
活用するなど、今後も白神山
地の魅力を伝える活動が継
続できるよう支援する。
・関西からの登山客の誘致に
見込みがあることから、H28
年度は(株)アトラストレック大
阪支店の登山・トレッキング
旅行商品造成担当者を現地
招聘している。
・H28年度の「白神山地出前
講座」は、東京都「アーツ千
代田」で四角友里さんをゲス
トに開催。開催エリアや実施
方法を変えながら、より効果
的なＰＲ方法で実施してい
る。

総務企画
部

山木　將
弘

地域企画
課

企画・しら
かみ観光
振興班

佐藤　はる
か

0185-55-
8006

白神の食や特産品を活か
した首都圏からの旅行者
を対象としたモニターツ
アーなどを実施し、交流人
口の拡大を図る。

1,230,000

白神山地の魅力を発信す
るため、白神ガイドを活用
した秋冬期のイベント開催
や、旅行会社の登山・ト
レッキング旅行商品造成
担当者を現地招聘する
他、首都圏で白神山地の
ＰＲを行う。

2,217,000
委託・

負担金・
直営

・緊急雇用創出事業であ
る「秋田白神ガイド育成事
業」で育成したガイドを活
用し、H27.12.13（10名参
加）とH28.1.24（15名参加）
にイベントを開催。
・(株)朝日旅行大阪支店
の旅行商品造成担当者1
名を現地招聘し、
H27.10.16～18に登山ルー
トや観光素材を提案。視
察先：白神岳、七座山、岳
岱自然観察教育林等
・JR東日本、青森県と共
同でH27.8.2～3「白神山地
出前講座＆産直市」をＪＲ
大宮駅で開催。講座参加
者173名、産直市売上
2,947千円（客数2,709
人）。

県、ブナの学校
運営協議会

観光客等
総務企画
部

山木　將
弘

地域企画
課

企画・しら
かみ観光
振興班

佐藤　はる
か

0185-55-
8006

直営

毎月第4木曜日に北羽新
報紙面約1/4を用い、地域
住民に県の施策等を広報
した。

県 地域住民

北羽新報紙面を見た地域
住民の行事参加、紙面へ
の問い合わせ等が各所で
見られ、取り組みに係る一
定の効果が確認されてい
る。

地域住民へ広報する内容が
一定の部に偏っているため、
より幅広い分野の広報に努
める必要がる。

被害の減少との直接の関
係は不明ではあるが、
シールを配布したことによ
り、特殊詐欺という犯罪を
より身近に感じてもらうこ
とはできている。

特殊詐欺被害は減少はして
いるものの、完全に解決した
わけではないので、これから
も同シール等を用い、啓発を
行っていく必要がある。

総務企画
部

山木　將
弘

地域企画
課

企画・しら
かみ観光
振興班

柴田　翔
0185-55-

8004

管内の地域住民に振興局
の施策事業をＰＲするとと
もに、その存在を身近なも
のに感じてもらうため。

532,000

高齢者の安心で安全な生
活を脅かす特殊詐欺被害
を防止するため、相談先
の電話番号を表示した受
話器・受け台貼付用シー
ルを作成し、高齢者に配
布する。

342,000 直営

警察等と協力し、受話器・
受け台貼付用シールを
10,000枚作成し、管内の
老人クラブ連合会、管内
金融機関、郵便局等に配
布した。

県 地域住民
総務企画
部

山木　將
弘

地域企画
課

企画・しら
かみ観光
振興班

柴田　翔
0185-55-

8004
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多様な資源を活かした白
神山地周辺観光推進事業

平成27年4月1日

平成27年4月1日～
平成28年3月31日

平成28年10月31日

観光情報発信強化事業 平成27年4月1日

平成27年4月1日～
平成28年3月31日

平成28年10月31日

地域包括ケアシステム構
築推進事業

平成27年4月1日

平成27年4月1日～
平成28年3月31日

平成28年10月31日

元気で長生きできる健康
づくり情報発信事業

平成27年4月1日

平成27年5月1日～
平成28年3月31日

平成28年10月31日

畑作拡大のための業務用
野菜の生産・活用セミナー
開催事業

平成27年4月1日

平成27年12月1日～
平成28年3月30日

平成28年10月31日

転作作目を本作経営に転
換する経営モデル提案事
業

平成27年4月1日

平成27年12月1日～
平成28年3月10日

平成28年10月31日

直営

先進的取り組みを実践し
ている宮城県の農業法人
を視察し、その運営実態を
把握した。

県
農業法人
等

先進地の運営方法等は、
能代市轟メガ団地の運営
指導や農業法人の設立指
導の資とした。

転作作目の導入・拡大を進め
ていく上で労働力確保が課題
となるため、地域単位ではな
く担い手ごとの作目・運営指
導が必要。
基盤整備実施地区の法人を
中心に転作作目の導入・拡
大を指導していく。

需要調査や先進地視察研
修の成果を活用し、地元Ｊ
Ａと連携しながら加工業務
用野菜の推進を図ってい
る。管内ではネギ、キャベ
ツ、エダマメで加工業務用
野菜の出荷が伸びてい
る。

米価下落対策の一環で、今
後も加工業務用野菜の作付
推進は必要である。
今回の事業により、加工業務
用野菜の拡大の方針付けが
できたので引き続き推進を図
る。

農林部
河越　博
之

農業振興
普及課

企画・振興
班

高橋　秀
行

0185-52-
1241

農政改革に対応し、これま
での稲作収入に代わる転
作作目を絞り、転作作目
を補完収入からメイン収
入に位置づけをシフトした
経営モデルをシミュレート
し、農業法人等の担い手
に対し提案する。

113,165

米価下落対策の一つの取
り組みとして、業務用野菜
の作付推進による畑作拡
大を図るため、加工業務
用野菜の需要調査及び管
内農家等を対象に先進地
視察研修を行う。

171,434 直営

・加工業務用野菜の需要
調査（平成28年2月29日～
平成28年3月1日）
・加工業務用野菜に係る
先進地視察研修（平成28
年3月29日）

県
管内農業
者等

農林部
河越　博
之

農業振興
普及課

企画・振興
班

尾張　充
利

0185-52-
1241

直営

心の健康づくりや社会参
加に関する既存の地域社
会資源を情報収集し、そ
の情報をまとめたリーフ
レットを作成し、公共施設
やスーパー等に配布して
県民に周知した。

県 県民

自ら心身の健康づくりに取
り組むことができる管内の
ハード面、ソフト面の情報
を提供できた。

市町村や保険者と連携し、自
分の健康への関心を高め、
中高年が自ら心身の健康づく
りに取り組むことができる情
報を提供していく。

研修会を開催したことによ
り、多職種間での面識が
増え、連携の機会が増え
た。

今後は市町が独自に地域包
括ケアシステムを構築してい
くこととなるが、福祉環境部で
は全県の動きを各市町に情
報提供する等構築に必要な
手助けを行っていく。

福祉環境
部

永井　伸
彦

企画福祉
課
健康・予防
課

健康・予防
班

古井　美
和子

0185-52-
4333

健康寿命延伸のため、自
ら心の健康づくりや社会
参加に取り組むための情
報提供を行った。

142,560

高齢者が介護や療養が必
要な状態になっても医療・
介護・福祉の連携により必
要なサービスを提供でき
る地域包括ケアシステム
の早期構築を図る。

51,137 直営

八峰町、三種町において
地域包括ケアシステム構
築に向けての多職種連携
研修会を開催した。

県
八峰町・三
種町等

福祉環境
部

永井　伸
彦

企画福祉
課
健康・予防
課

調整・障害
者班

黒政　太
0185-52-

8023

負担金・
直営

・「あきた白神広域観光推
進会議」が発行する総合
パンフ「白神日和」を1万部
増刷した。
・「あきた白神広域観光推
進会議」が運営するWEB
サイト「あきた白神・たび
ネット」上で、地域の様々
な観光資源やキャンペー
ン・イベント情報の周知・Ｐ
Ｒに努めた。

機能合体組織
「あきた白神広
域観光推進会
議」

観光客等

・観光パンフレットはイベン
トでの配布の他、モニター
ツアー参加者や現地取材
に訪れたメディアにも配布
して活用。
・「あきた白神・たびネット」
の年間アクセスは、前年
度21,905件から46,882件
に増加。

・観光パンフレットは内容を見
直しながら継続して増刷。
・「あきた白神・たびネット」に
ついては、アクセス解析を行
いながら、引き続き観光客の
求める情報を掲載していく。

・「白神日和号」では、予
定していた9回を全て催行
した他、特別便を3回催
行。参加者アンケートによ
り、あきた白神地域の売り
込み素材を精査した。
・モニターツアーのアン
ケート結果では、ツアーに
対する満足度が高く、特に
仁鮒水沢スギ植物群落保
護林や留山など、自然素
材をガイド付きで案内する
という行程の評価が高
かった。

・アンケート結果から売り込み
素材を検証し、次のツアー
コース設定につなげる。

総務企画
部

山木　將
弘

地域企画
課

企画・しら
かみ観光
振興班

佐藤　はる
か

0185-55-
8006

総合パンフ「白神日和」の
増刷や「あきた白神・たび
ネット」等の情報ツールの
充実により、観光情報発
信の強化を図る。

700,000

地域の様々な観光要素に
スポットを当てたモニター
ツアー（白神日和号）を実
施し、顧客志向の把握
や、あきた白神地域の認
知度・知名度を向上させ
る。

1,000,000 負担金

・能代市、藤里町、三種
町、八峰町と共同で地域
観光を推進している機能
合体組織で、あきた白神
地域のＰＲと二次アクセス
の支援を行う周遊バス「白
神日和号」を運行。計12
回、延べ225人の参加を集
めた。
・仙台駅発着の1泊2日
（H27.10.26～27）のモニ
ターツアーを実施。旧料亭
金勇と仁鮒水沢スギ植物
群落保護林見学などを組
み合わせたツアーを行
い、仙台圏から17名の参
加を集めた。

機能合体組織
「あきた白神広
域観光推進会
議」

観光客等
総務企画
部

山木　將
弘

地域企画
課

企画・しら
かみ観光
振興班

佐藤　はる
か

0185-55-
8006


